
ILLシステム基本操作(2)-複写業務 

1節 複写業務の基本的流れ 

国立情報学研究所 NACSIS-CAT/ILL セルフラーニング教材 

 

1項 ILL操作とレコード状態遷移 

図は、複写業務の基本的

な流れです。 

まず、目録検索で書誌デ

ータと所蔵データを検索

し、依頼先を決めます。 

CAT2020運用開始以降は、 
レコード ⇒ データ
ファイル ⇒ データセット

と読み替えてください。 
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次に、ILLレコードを作成

し、送信します。レコード

の状態は「準備中」から

「未処理」に変わります。 

 

 

受付館側がそのレコード

を受け付けます。レコー

ドの状態は「処理中」とな

ります。 
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受付館が複写物を発送

し、会計事項等をレコー

ドに入力して発送通知を

行います。レコードの状

態は「発送」となります。 

 

 

依頼館側は、資料を受け

取ったら、レコードを受

け付けます。レコードの

状態は「発送」から「到着

処理中」に変わります。 
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到着した資料とレコード

の内容を照合し、確認し

ます。レコードの状態は

「到着処理中」から「確

認」に変わります。 

これで、１つの複写業務

が完了します。 
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1項 受付から発送までの作業の流れ 

 

 

依頼するまでの作業について

説明します。依頼館の操作は水

色で示します。 

まず目録検索によって所蔵館

を検索し、依頼先を最大 5館ま

で選びます。 

次に、ILL 複写レコードを作成

し、必要事項を入力します。レ

コードの状態は「準備中」です。 

作成したレコードを送信しま

す。依頼が行われ、レコードの

状態は「未処理」に変わります。 

以上が、依頼するまでの基本的

な作業です。 

では、具体的な操作について見

てみましょう。 
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2項 依頼レコードの作成操作 

 

 

雑誌論文の複写依頼を行いま

す。 

「オンライン検索」という雑誌

の 1987年の 8巻 2号の 47ペー

ジから 67 ページにある、熊谷

紀男「パソコンによる情報交

換」という論文の依頼です。 

その雑誌の所蔵館を確認する

ため、まず目録検索から始めま

す。 

画面では、TITLE に「オンライ

ン検索」と入れて検索し、該当

の書誌レコードが 1件表示され

たところです。 

目録検索については２章（ILL

システム基本操作(1)-目録検

索）で説明しています。 

書誌レコード IDをクリックし、

詳細を表示します。 

 

 

雑誌書誌詳細画面です。 

例題の書誌事項と比べて、求め

ている雑誌であることを確認

しましょう。 

次に、所蔵館を検索するため

に、「所蔵一覧」をクリックしま

す。 
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「オンライン検索」を所蔵する

図書館の一覧です。 

更に、この中から Vol.8, no.2

の所蔵館だけに絞り込みます。 

HLV フィールドに「8(2)」と入

力し、「検索」をクリックしま

す。 

 

 

「オンライン検索」の Vol.8, 

no.2 の所蔵館の一覧が表示さ

れました。 

これで目録検索は終了です。 

次に、ILL レコードを作成する

ために、依頼先とその順番を指

定します。 

依頼先は、最大５館まで選択で

きます。 

WebUIPでは、所蔵館の冒頭の番

号をクリックして指定します。 

依頼先を指定したら、「FORM」を

クリックします。 
 

7



ILLシステム基本操作(2)-複写業務 
2節 依頼するまで（依頼館） 

 国立情報学研究所 NACSIS-CAT/ILL セルフラーニング教材

   

 

複写依頼詳細表示画面に変わ

り、「準備中」の状態の ILL レ

コードが表示されます。ここで

必要な項目を入力して行きま

す。 

書誌事項と所蔵館事項には、総

合目録データベースのデータ

が転記されています。 

その他の必要事項を入力して、

依頼レコードを作成します。 

オレンジ色で示した部分が入

力必須項目です。書誌事項で

は、BIBID・BIBNT・STDNO のう

ち少なくとも一つが入力され

ていることが条件です。 

まず、支払区分に公費をコード

で「pb」と入力します。 

続けて巻号、ページ、年次、論

文関係事項、申込者名、申込者

所属などを入力します。 

いくつかのフィールドを自動

セットするクライアントもあ

ります。 

必要事項の入力が終わったら、

「ORDER」をクリックして、この

レコードを送信します。 

 

 

送信すると、レコードの状態が

「未処理」になります。 

この時点で，最初の受付候補館

に依頼を行ったことになりま

す。 

ILLレコード ID は、システムが

自動的に付与します。 

これで、依頼するまでの作業は

終了です。 
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1項 受付から発送までの作業の流れ 

 

 

受付から発送までの作業に

ついて説明します。 

受付館側の操作に移りま

す。受付館の操作はピンク

色で示します。 

自館へ依頼レコードが送ら

れてくると、業務選択画面

に「早急処理マーク」が表示

されます。 

「未処理」の状態のレコー

ドを表示し受付を行うと、

レコードの状態は「処理中」

に変わります。 

依頼内容を確認し、依頼さ

れた論文を複写し依頼館宛

に発送します。 

その後、レコードに会計事

項等を入力し、依頼館に通

知すると、レコードの状態

は「発送」に変わります。 

以上が、受付館側の基本的

な作業です。では、具体的な

操作について見てみましょ

う。 
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2項 依頼内容の確認  

業務選択画面では受付館業

務に関して、「未処理」「回答

待」「クレーム未処理」の状

態のレコードが存在すると

「早急処理マーク」が表示

されます。 

WebUIP では「New!」と表示

されます。 

それでは、まずは「複写受

付」をクリックして、受付を

行いましょう。 

 

 

複写受付業務選択画面で

す。 

この画面には ILL レコード

の状態名とその件数が表示

されています。 

それぞれの状態名をクリッ

クすると、該当するレコー

ドの一覧が表示されます。 

ここでは、「未処理」の ILL

レコードが１件あることが

分かります。 

「未処理」をクリックして、

「未処理」状態のレコード

を表示します。 
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複写受付検索・簡略表示画

面です。 

「未処理」のレコードが１

件表示されています。 

レコード ID をクリックし

て、依頼内容の詳細を表示

します。 

 

 

複写受付詳細表示画面で

す。 

依頼の受付を行うために、

「RECEIVE」をクリックしま

す。 
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レコードの状態が「処理中」

に変わります。 

受付館は依頼の内容を確認

し、指定の論文を複写して

郵送や FAX等で送付します。 

 

3項 発送通知 

 

 

複写受付業務選択画面で

す。 

ILL レコードの現在の状態

は「処理中」です。「処理中」

をクリックします。 
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複写受付検索・簡略表示画

面です。 

「処理中」のレコードが一

覧表示されます。 

目的のレコード IDをクリッ

クし、詳細を表示します。 

 

 

複写受付詳細表示画面で

す。この画面で依頼館に通

知するデータを入力しま

す。 

ここでは例題に示すとおり

に入力していきます。 

ITEM は大きさで A4、UPRCE

は 1 枚あたりの単価で 35

円、QNT はコピー枚数で 21

枚、POSTGは送料で 240円で

す。 

WebUIP では、「SUM」をクリ

ックすると、CHRGEの小計と

SUM の合計を計算しセット

します。 

合計金額 SUM は発送時の入

力必須項目ですので、注意

しましょう。入力が終わっ

たら、「SEND」をクリックし、

送信します。 
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レコードの状態が「発送」と

なります。 

これで、受付から発送まで

の作業は終了です。 
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1項 資料到着後の作業の流れ 

 

 

資料到着後の作業につい

て説明します。 

資料を受け取った依頼館

は、対応するレコードを表

示します。このとき、レコ

ード状態は「到着処理中」

に変わります。 

次に、受け取った資料とレ

コードとの照合を行いま

す。問題がなければ確認処

理を行います。これで、レ

コード状態は「確認」にな

り、複写依頼業務が終了し

ます。 

では、具体的な操作を見て

みましょう。 
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2項 到着資料とレコードの照合 

 

 

ILL業務選択画面で「複写

依頼」をクリックします。 

 

 

複写依頼業務選択画面で

す。 

こちらから送った複写依

頼レコードで、状態が「発

送」のものが１件あること

が分かります。 

「発送」をクリックして、

レコードを表示します。 
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複写依頼検索・簡略表示画

面です。 

該当するレコード ID をク

リックして、レコードの詳

細情報を表示しましょう。 

 

 

複写依頼詳細表示画面で

す。 

到着処理を行うために、

「RECEIVE」をクリックし

ます。 
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レコードの状態が「発送」

から「到着処理中」に変わ

ります。 

受け取った資料とレコー

ド内容を照合し、ページ、

枚数、会計事項等をチェッ

クします。 

レコードとの照合で問題

がなければ、「OK」をクリッ

クします。 

 

 

レコードの状態が「到着処

理中」から「確認」に変わ

ります。 

これで、資料到着後に行う

作業は終了です。 

また、レコードの状態が

「確認」になったところ

で、１つの複写業務が完了

します。 
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これは「NACSIS-ILL複写/貸借

業務 状態遷移図」です。レコ

ードの各状態と、そこからの

動きをコマンドとともに示し

ています。太い矢印が、基本操

作の流れです。  

この教材では、赤で示す部分

の操作を学習しました。複写

業務の基本操作ができるよう

になったことでしょう。 

実際の業務では、依頼館・受付

館どちらかだけの操作になり

ますが、ILL業務をスムーズに

行うためには、ILL業務全体の

流れをよく理解することが重

要です。 

実際の業務で、操作の流れが

わからなくなった時は、「状態

遷移図」で確認してみましょ

う。 
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